
　「地域の困りごと」と聞いて、何が思い浮かびますか？
　私たちが暮らす地域には、高年者や障がいがある人、子育て中の人など、さまざま
な人がいます。支援が必要な状態となっても、制度につながれなかったり、相談する
ことに対して「こんなこと人に知られたくない…。恥ずかしい…。」という気持ちか
ら「困りごと」を抱え込んでしまい、深刻な事態を引き起こしてしまうこともあります。
　このような状況から発生したさまざまな困りごとを、解決に向けて支援するのが
CSWです。

　１月24日、地域でボランティア活動をしている方を対象に、CSWの役割や活動事
例について講演を行いました。
　活動事例では、地域で孤立していた親子の相談や、地域の交流場所から入った相談
などをとりあげました。どちらも、近隣の方や友人などに背中を押されて、支援につ
ながった事例です。
　グループワークでは、自分の身近なところで聞いた「つぶやき」から、自分だった
らどのような提案や助言をするか考えてもらいました。
　例えば、認知症であれば地域包括支援センターや医療機関を紹介する、介護保険の
申請を提案するという意見や、家族の話を
もっとよく聞いてあげるなど、さまざまなア
イディアが出され、支え合える地域づくりに
ついて意識が高まっていることを感じ、心強
く感じました！
　地域に出向き、地域の方と地域の困りごと
について話を深めていきたいと思っていま
す。出前講座等も気軽にご相談ください！

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）とは？
生活上のさまざまな【困りごと】に対し、

「相談」「情報提供」「支援機関への橋渡し」などを行い、
解決に向けて一緒に考えていきます。

問合せ　コミュニティソーシャルワーク担当
電 話 048-932-6770  FAX 048-932-6779

〇相談は無料です。
〇相談方法は電話・来所相談のほか、訪問も可能です。
〇個人情報の取り扱いには十分に注意します。

些細なことでも
ご相談ください

地域の困りごとってなんだろう？？

地域に出向いて講演を行いました！

ＣＳＷ活動報告

の 地 域 づ く りい
支 え 合

～コミュニティソーシャルワーカーと考えませんか？～

　令和２年４月から、地区社会福祉協議会及び単位民生委員・児童委員協議
会の区域が12地区から10地区になります。また、一部の地区については、
名称が次のとおり変更となります。

地域住民
困りごとを発見

連携

ＣＳＷ
情報提供や調整支援機関

令和２年度から10地区へ
～地区社会福祉協議会及び単位民生委員・児童委員協議会の区域が変更されます～

整備後　10地区

新　　田 谷塚西部新田西部 谷塚西部

草加東部 谷塚東部

草加稲荷 谷塚中央

草加川柳 草加西部

新田東部 草加安行

草加中央 瀬　　崎

稲　　荷 谷　　塚

川　　柳 草加西部

新田東部 安　　行

草加東部 松　　原

これからも 社会福祉協議会は地域のみなさまと一緒に
地域福祉の向上を目指していきます！　

社会福祉法人草加市社会福祉協議会
〒340-0013 草加市松江1-1-32 TEL048-932-6770

社協は、社会福祉協議会の略称です
社協だより
そうか 令和２年３月15日発行

No.162

配布に関する問合せは（土・日曜日、祝日を除く） 松原１～４丁目は 松原団地見守りネットワーク ☎048-933-9500 その他の地域は 草加市シルバー人材センター ☎048-928-9211

ホームページ Facebook

イメージキャラクター ウェルちゃん
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朗読奉仕員養成講座を
開催します。

～朗読ボランティアを始めよう～

令和２年度ボランティア活動保険の
加入手続きを開始します。

～保険の加入はお早めに～

草加点字サークルからのお知らせ
～新しい点字図書ができました。～

タイトル等 作　者　名
風花のひと　全二巻 五木　寛之
黄色い猫　　全二巻 吉行　理恵
ふたり　　　全三巻 赤川　次郎

　目の不自由な方の支援をするため情報の伝達技術（発声方法やＣＤ
への録音技術など）を学ぶ朗読奉仕員養成講座を開講します。興味の
ある方はご参加ください。

右記、点字図書についてはボランティアセンターにて貸出いたします。

　ボランティア活動中に「けがをした。」「相手にけがをさせてしまっ
た。」「物を壊した。」など、万一の事故に備えるため、ボランティア活
動を行う際には保険の加入をお勧めします。
　補償期間は、令和２年４月１日から令和３年３月31日までとなります。
　また、団体で加入される場合は、会員名簿
が必要となります。
　詳しくは、ボランティアセンターまでお問
い合わせください。
○令和元年度ボランティア活動保険対応件数
　ボランティア活動中によるもの
　●机を運ぶ際にけが　　　　　　　１件
　●蜂に刺された　　　　　　　　　１件
　●自転車で転倒し骨折　　　　　　２件

【対象者】　 市内在住で朗読を学びたい方、朗読ボランティアに興味
のある方

【日　時】　 令和２年７月16日～ 10月29日の木曜日
なお、７月23日・30日、８月13日、９月10日・24日、
10月８日・22日は除きます。
午前10時～正午まで全９回開催

【会　場】　草加市文化会館　
【受講料】　無料
【定　員】　20人（定員になり次第締め切ります。）
【申込み】　 ３月16日（月）からセンターへ連絡ください。

申込み　地域福祉課　ボランティア担当　電話　048‒932‒6772

【問合せ】地域福祉課　地域福祉担当　電話048‒932‒6770

　誰でもが、気軽に自由に参加できる仲間づくりの場がふれあい・いきいきサロンです。市内で活動しているサロンを紹介します。

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　平成30年５月にこのサロンを立ち上げました。会員26人、ス
タッフ８人で活動しています。
　元々地域包括支援センターで行っていた脳力アップ教室の仲
間同士で始めたサロンです。主に（公文式）の教材を使って脳
トレに励んでいます。数字盤での脳トレを始め、漢字の読み書き、
簡単な計算を解いたり、絵を記憶する脳トレにも挑戦していま
す。ほかに、物語の朗読や、「もみじ」、「春の小川」など（童謡）
の合唱も毎回実施し、皆が時間を忘れるくらい充実した雰囲気
の中で活動しています。
　脳トレとは別に、おしゃべりの時間を設けたり、私どものス
タッフが手話や、手や口を動かす健康体操なども行いますが、
これからはもっと新しいメニューを増やして皆に喜んでもらえ
たら…と考えております。

　どうぞ、あなたも私たちと一
緒に、楽しい脳トレに参加しま
せんか。同時に当日、お手伝い
をしてくれるボランティアスタ
ッフも募集中です。
　気楽に参加出来ますので、興
味のある方は、一度見学に来て
ください。

　私たちのサロンは、聞こえる人と聞こえない人が、障がいの
壁を越えて楽しくおしゃべりをする仲間作り、居場所づくりを
目的に、平成27年５月に立ち上げました。数人の仲間から始ま
った会ですが、現在では会員が18人に増えました。
　活動としては、特に決まったメニューを行うのではなく、聞
こえない人から手話を学びながら最近の出来事や家族や趣味の
話をしたり、手芸の得意な仲間を中心に小物作りをしたりして
います。お昼はお弁当を食べ、持ち寄ったお菓子をつまみなが
ら笑顔の輪を広げています。
　他にも、シャンシャンに会いに上野動物園へ行ったり、いち
ご狩り、桜や藤の花見、サーカス、防災センター、今年は西新
井大師に初詣に行ったりもしました。
　外出先では、聞こえる仲間がつたない手話を使って説明する
など、盛んにコミュニケーションを図っています。

　次は、どこへ行こうかと皆で
楽しみながら計画を立てていま
す。
　明るく誰でも気楽に立ち寄れ
るサロンです。興味のある方は、
是非チャットサロンにお越しく
ださい。聞こえない方たちのお
しゃべりの場が地域の中に広が
っていくことを願っています。

脳力アップいきいきサロン 手話チャットサロン
●代表　田

た
中
なか

実
みのる
　●電話　048-944-9282

●活動場所　コンフォール松原１９号棟　集会室
●活動日時　第２・第４金曜日　午後１時30分から午後２時30分まで
●参加費　１回500円

●代表　齊
さい
藤
とう

幸
さち
子
こ
　●活動場所　谷塚文化センター

●活動日時　 第2・第4火曜日　午前11時から午後3時まで
第5火曜日がある場合は、開催日になります。

●参加費　1か月100円

募集

草加点字サークルからのお知らせ

右記、点字図書についてはボランティアセンターにて貸出いたします。

加
入
す
れ
ば

よ
か
っ
た
…

脳力アップで健康づくり 楽しく手話を学びましょう。

No.66
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児童クラブってどんなところ？

　新田児童クラブは、新田小学校内の空き教室を使用しています。ス
マイル組・元気組の２クラスがあり、７２人（令和２年２月１日現在）
の子どもたちが在籍しています。現在クラブでは、コマ・ベーゴマ回
しが流行っています。３年生の男の子が「コマ大会をやろう！」と提
案してくれ、２・３年生の様子を見て、「自分たちにもできるかな？」
と挑戦する１年生が増えてきています。
　最近ではベーゴマにもチャレンジする
子が増えていますが、ベーゴマにひもを
かけるのはコマよりも難しいです。しか
し、何度失敗してもチャレンジし続ける
子もいます。
　お迎えに来た保護者の方は、子どもた
ちが熱中している姿を見て、できるまで

温かく見守ってくれたり、時には、お迎えのおじいちゃんが「ちょっ
と貸してね」と黙々とひもを巻き始めることもあります。すると、周
りにいた子どもたちの視線が一点に集まり、力強く回ったベーゴマを
見て、「うわ～！すげ～！！」と驚いた声をあげていました。
　他のお母さんも「私もやってみていいですか？」と子どもたちの輪
に入ってベーゴマやコマを楽しむ姿も見られます。

　新田児童クラブの子どもたちは帰ってくると重いランドセルをおろ
しながら「今日ね！学校でね！」と学校で起きた楽しかった事、嬉し
かった事、時には嫌だった事を話してくれます。
　そんなさまざまな思いを抱えて
帰ってきた子どもたちの話を聞き
ながら、一人ひとりの気持ちを受
け止めることを大切に、日々子ど
もたちと過ごしています。
　子どもたちの笑顔とたくましさ
に元気をもらったり、時には一緒
に悩んだりしながら毎日を過ごし
ています。

【問合せ】　児童健全育成課　電話 048‒924‒8722

【問合せ】　地域福祉課　生活支援担当　電話 048‒932‒6770

新田児童クラブ
新田児童クラブ支援員　　　後藤　勇太

　「誰でも行ける集いの場所があったら知りたい！」「病院や施設か
ら自宅に戻った時、気軽に行けるところを教えてほしい」との地域
の声をきっかけにメンバーを募集し、地域住民・介護事業所の職員・
地域包括支援センター職員・社協の生活支援コーディネーターで「夏
菊やつかマップ作成委員会」を発足しました。
　マップを見てくださった方が集いの場に参加し、住民同士のつな
がりをつくる一助となれるよう、現在メンバーみんなで谷塚の集い
の場・魅力を話し合い作成しています。
　完成したら、ぜひご覧ください。

　令和元年12月１日に民生委員・児童委員協議会の一斉改選が行わ
れ、57人の委員が退任し、50人の委員が新たに加わりました。
　現在、265人の民生委員・児童委員が草加市から委嘱されており、
市民の皆さんに寄り添った活動を行なっています。

谷塚地区の『誰もが気軽に行ける集いの場所マップ』を作成中！！

マップの名前は谷塚の名産
「夏菊」からとったよ！

～夏菊やつかマップ作成委員会～

生活支援コーディネーターニュース

地域で子どもを育てよう

草加市民生委員・児童委員協議会
一斉改選が行われました。

　地域の方々から、「必要な人に食べてほ
しい。」と、お米の寄付がありました。
　寄付されたお米は、こども応援ネット
ワークPineを通じ、こども食堂で活用さ
れ、子ども達の笑顔につながります。
　みなさんのご支援、ありがとうござい
ます。

本会の

Facebookページ
に

活動の様子を

アップしています
。

見てくださいね。
【問合せ】　 草加市民生委員・児童委員協議会事務局

（草加市社会福祉協議会　地域福祉課内）
電話 048‒932‒6770

民生委員・児童委員

をしていますこんな活動
　地域の身近な相談相手として、心配事や困りごとなどを解決できるよう、
行政や必要な機関につなぎ支えます！

ひと
りで
悩まずに相談してください

民生委員・児童委員・主任児童委員
民生委員・児童委員は、

あなたの必要な支援につなぎ、
ネットワークであなたを支えます！！

市役所 社協

福祉事務所 自治会・町内会

児童相談所 地域包括
支援センター

保育園・幼稚園
学校 ハローワーク

福祉施設 警察・消防 医療機関 保健所

　生活支援コーディネーター

は、住民のみなさんの「地域

で何か活躍したい」「何かお手

伝いがしたい」思いを応援し

ます。暮らしやすい地域づく

りを一緒に進めましょう！

～社協が運営している17児童クラブ及び支援員を紹介します。～
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町会・自治会別の社協会費納入実績

社協会費納入 17,641,530円

瀬崎第一町会 161,000

瀬崎第二町会 155,500

瀬崎第三町会 350,000

谷塚コリーナ住宅棟自治会 82,000

谷塚本町町会 132,900

谷塚南町会 200,000

谷塚町北町会 81,500

谷塚西口町会 40,000

谷塚中央町会 15,000

谷塚やぎわ町会　 52,000

谷塚かえで町会 98,000

谷塚みどり町会 59,000

谷塚あづま町会 63,500

谷塚町兎町会 219,000

谷塚上町町会 321,500

谷塚仲町町会 206,000

両新田東町町会 156,000

両新田西町町会 181,200

草加スカイハイツ町会 30,000

草加市新里町会 295,000

ヴィ・シティ草加自治会 5,000

柳島町会 150,000

遊馬町会 434,000

三丁目町会 30,000

四丁目町会 72,000

五丁目町内会 20,000

六丁目町内会 30,000

吉町一丁目町会 80,000

町会・自治会名 納入額

吉町新和会 37,500

吉町二丁目町会 30,000

吉町三丁目町会　 60,000

吉町四丁目町会 84,500

吉町昭和会 30,000

吉町中央会 20,000

吉町西親和会 41,500

吉町平和会 45,000

谷古宇町会 115,000

中央東町会 100,000

手代町会 150,000

手代町中町自治会 103,200

氷川町南町会 592,500

氷川町中央町会 138,000

氷川町西部町会 82,000

氷川草加町会 90,200

草加氷川ハイツ自治会 17,500

西町東部自治会 124,000

西町立野町会 150,000

西町第一町会 241,300

西町第二町会 64,900

草加南町会 250,000

草加五丁目町会 63,000

松江第二町会 67,000

草加市稲荷第一町会 177,500

草加市稲荷南町会 150,000

稲荷中央町会 100,000

草加市稲荷６丁目町会 160,000

町会・自治会名 納入額

稲荷１丁目町会 30,000

草加市稲荷親和町会 191,000

ローズタウン草加自治会 57,900

栄町一丁目町会 75,000

コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000

栄町二丁目町会 75,000

栄町中央町会 98,000

栄町三丁目町会　 50,000

栄町三丁目自治会 38,000

松原地区社会福祉協議会 293,800

中根町会 385,000

弁天町会 400,000

宮沼自治会 55,800

八幡町会 895,150

松江中央町会 80,000

松江北町会 83,000

新栄町町会 300,000

長栄町町会 250,000

草加ネオポリス自治会 52,500

草加市清門町町会 400,000

新善町町会 384,600

稲荷コーポ自治会 3,000

金明町町会 300,000

旭町町会 286,000

新栄町団地自治会 320,000

上南自治会 84,000

青柳上町会 300,000

青柳根郷町会 50,000

町会・自治会名 納入額

青柳志茂町会 274,000

青柳山谷町会 327,000

青柳出戸町会 355,480

柿木町会 125,000

松原四丁目南町会 30,000

花栗町会 400,000

草加ハイタウン自治会 10,000

苗塚町会 245,000

ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

小山町会 200,000

小山台自治会 86,000

草加松原ハイツ自治会 30,000

北谷町会 162,000

北谷二丁目町会 91,600

北谷三丁目町会 275,500

学園台自治会 40,000

原町町会 200,000

一般 5,500

合計 15,449,530

町会・自治会名 納入額

ご協力いただき、ありがとうございました。令和元年度 草加市社会福祉協議会
会員募集実績報告（敬称略）

令和２年2月29日現在（単位：円）

◇３０, ０００円
高橋眼科
乕溪　文有
◇２０, ０００円
塚田　裕見子
◇１５，０００円
㈱ビジネスランド
（福）頌栄会　ひかり幼稚舎
小野　秀樹
山田　玄吾
◇１３，０００円
舩渡　政道
◇１２，０００円
司法書士・行政書士　竹村事務所
◇１０，０００円
日科ミクロン㈱福祉のニッカ
ファミリーマート森酒店
谷塚すみれ防災会
ヘルパーステーション　ばなな
田中法律事務所
藤城　武志　　　松崎　道子
髙橋　靖子　　　髙仲　勇
石井　久子
◇９，０００円
浅古商事㈲
（医）虎溪医院
税理士法人　フカサク
天野　ケサ子
◇８，０００円
渡邉　幸司　　
◇６，０００円
肥田医院
㈲オカベ工芸
新田幼稚園
オウル歯科
杉本　久雄　　　丹下　和子
関島　和子　　　箕輪　昌代　
城野　美智子　　天野　達雄
星野　勇治　　　清田　幸子
髙橋　和子　　　野村　敏夫　

衛藤　純一　　　中山　康　　
秋元　芳枝　　　坂本　豊
石田　幸治　　　田中　和子
髙橋　芳夫
◇５，０００円
内田　佳伯　　　浅古　八郎
野田　克己　　　白石　隆夫
吉岡　弘司　　　髙津　国生
鈴木　一行　　　岡野　知惠子
◇３，０００円
㈱浅井物流サービス
埼玉りそな銀行　草加支店
埼玉縣信用金庫　草加支店
埼玉縣信用金庫　西草加支店
東京東信用金庫　草加支店
青木信用金庫　谷塚支店
足立成和信用金庫　草加支店
城北信用金庫　草加支店
石田商店
税理士法人Ｌ＆Ｃアシスト
㈱筑波
㈱東武よみうり新聞社
内藤クリニック
平岡織染㈱
㈱宇奥ジャパン
㈱東京朝日ビルド
中央プリント㈱
㈱唐沢製作所
草加ダイヤモンド交通㈲
青柳商店会
㈲山屋酒店
文進堂印刷㈱
（公社）草加市シルバーセンター
（医）眞幸会　草加松原整形外科医院
東京製鎖㈱
㈱グリーン企画社
日東皮革㈱
行政書士　荻原事務所
草加アラ神マジッククラブ
愛ケアサービス
和楽ヘルパーセンター
（学）ルミ学園　ルミ幼稚園
石関医院

（学）おおとり学園　谷塚おざわ幼稚園
メディカルホームまどか草加
SOMPOケア　ラヴィーレ草加
SOMPOケア　ラヴィーレ草加松原
きたえるーむ草加松原
（福）わかば会　草加なかよし保育園
エルケア　草加新田ケアセンター
㈱あいブランチ
訪問看護ステーション　ゆりの木草加
みのべ幼稚園
西倉小児科医院
㈱アットホーム
さくら整形外科
特別養護老人ホーム　アートフェリス
㈲サトウ文具店
カーサプラチナ草加
草加星の子保育園
松野クリニック
かおりKaruna認定こども園
かおりPutra保育園
（医）埼友会
介護老人保健施設　翔寿苑
くにのべ歯科医院
㈱ベネッセスタイルケア
メディカル・リハビリホーム　ボンセジュール草加

デイジー保育園　草加駅前
（学）西願寺学園　認定こども園　あずま幼稚園
弁天町歯科医院
いなり幼稚園
（福）理趣会　そうか草花保育園
（特非）ひろば　せんちゃま保育園
（福）草加こだま会
㈱アドバンス
ヒガノ㈱
LuLLデイサービス草加
（医）和啓会　メディクス草加クリニック
（特非）ハナミズキ介護サービス
一正堂薬局　第二支店
㈱萌え木　ケアセンターひだまり
㈱メディトピア 
草加菅原レディースクリニック
高木クリニック
㈱いけだ屋

さくら保育園
うえぞのさくら保育園
デイホーム　わ～くわっく草加
榎本　武彦　　　石井　武　
横山　晃　　　　齋藤　幸子
松本　眞彦　　　平林　正寛
江口　朔治　　　秋山　惠美子
宇田川　喜淑　　菊地　耕太郎
後藤　義喜　　　佐々木　一男
増根　艶子　　　橘内　省子
秋野　実喜彦　　嶋根　義正
金子　富一　　　籔花　道男
中山　一子　　　醍醐　洋子
嶋根　孝子　　　柳原　みき子
伊藤　勝子　　　大澤　弥壽子
吉田　勝美　　　森　　重雄
中野　文子　　　秋元　秀雄
内田　亘幸　　　里　　規史
井上　道夫　　　庭野　宇吉
庭野　満子　　　鈴木　勝四郎
堀越　秀明　　　加納　哲也
谷本　修　　　　浅井　喜久男
原口　久雄　　　鈴木　和子
加藤　和之　　　川添　千代子
小澤　利男　　　佐藤　邦義
竹内　一光　　　森　　博
村上　範子　　　青柳　勝彦
川井　大輔　　　髙橋　邦光
岡部　武好　　　内田　光子
加藤　榮子　　　大村　ふじ子
瀬尾　寛　　　　吉田　貞彦
内山　泰宏　　　樋口　育子
並木　福男　　　並木　君子
秋元　安紀　　　斉藤　和見
平島　弥生

草加市町会連合会
草加市民生委員・児童委員協議会

草加商工会議所
草加市すこやかクラブ連合会
ボランティア草加連絡協議会
草加地区保護司会
草加地区更生保護女性会
草加シティロータリークラブ
（公社）草加青年会議所
草加市ボーイスカウト連絡協議会
（特非）松原団地見守りネットワーク
草加市認知症をケアする家族の会
草加市身体障害者福祉協会
草加市聴覚障害者協会
草加市子ども会育成者連絡協議会
草加市腎臓病患者友の会
そうか日曜学校
草加光陽育成会
草加市レクリエーション協会
草加市民踊同好会
（福）埼玉県社会福祉事業団　そうか光生園
特別養護老人ホーム　草加園
（特非）豊和会
（福）弘林会
（一社）草加八潮医師会
（福）光陽会
（福）光陽会　 希望の家・青空の家

青柳太陽の家・榮光の家
西れんげ草・れんげ草
 あしかび・光輪の家

（医）大西会　しんえいクリニック
（福）草加松原会
（一社）草加市薬剤師会
特別養護老人ホーム　キングス・ガーデン
（福）青樹会　特別養護老人ホーム柿木園
（特非）ともにステップ
特別養護老人ホーム　フェリス

特別会員

草加市社協職員一同
賛助会員　50人

団体会員

草加市民生委員・
児童委員　275人
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赤い羽根共同募金・
地域歳末たすけあい募金

ご協力ありがとうございました
赤 い 羽 根 共 同 募 金 10,359,446円
地域歳末たすけあい募金 5,581,968円

町会・自治会別の募金実績 令和２年２月２９日現在　（単位：円）

町会・自治会 共同募金 歳末募金
瀬崎第一町会 100,000 30,000
瀬崎第二町会 158,900 ―――
瀬崎第三町会 528,071 30,000
谷塚コリーナ住宅棟自治会 45,000 30,000
谷塚本町町会 89,200 50,000
谷塚南町会 50,000 50,000
谷塚町北町会 67,300 20,000
谷塚西口町会 40,000 40,000
谷塚中央町会 15,000 15,000
谷塚やぎわ町会 52,000 20,000
谷塚かえで町会 39,200 29,400
谷塚みどり町会 23,400 10,000
谷塚あづま町会 36,800 20,000
谷塚町兎町会 50,000 50,000
グリーンアベニュー谷塚団地自治会 ――― 20,000
グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 12,921 13,156
谷塚上町町会 304,200 70,000
谷塚仲町町会 206,000 30,000
両新田東町町会 93,000 30,700
両新田西町町会 144,800 40,000
草加スカイハイツ町会 ――― 30,000
草加市新里町会 290,000 300,600
ヴィシティ草加自治会 20,000 10,000
柳島町会 100,000 50,000
遊馬町会 336,800 50,000
草加市壱丁目町会 97,150 ―――
弐丁目町会 ――― 30,000
三丁目町会 33,000 20,000
四丁目町会 40,000 30,000
五丁目町内会 38,900 ―――
六丁目町内会 30,000 30,000
吉町一丁目町会 20,000 20,000
吉町新和会 20,000 15,000
吉町二丁目町会 20,000 20,000
吉町三丁目町会 40,000 20,000
吉町四丁目町会 78,200 20,000

吉町昭和会 29,846 29,846
吉町中央会 15,000 15,000
吉町西親和会 15,000 11,000
吉町平和会 15,000 15,000
クレール自治会 11,650 10,310
谷古宇町会 24,700 25,000
中央東町会 100,000 80,000
手代町会 234,860 100,000
手代町中町自治会 83,800 40,000
コンフォール草加自治会 10,000 10,000
氷川町南町会 219,600 210,300
氷川町中央町会 100,000 129,700
氷川町西部町会 30,000 30,000
氷川草加町会 90,200 90,200
西町東部自治会 62,000 93,000
西町立野町会 150,000 30,000
西町第一町会 100,000 30,000
西町第二町会 30,000 30,000
草加南町会 150,000 30,000
松江第二町会 30,000 20,000
草加市稲荷第一町会 103,107 35,000
草加市稲荷南町会 74,900 74,200
稲荷中央町会 70,000 30,000
草加市稲荷６丁目町会 83,845 30,000
稲荷１丁目町会 10,000 10,000
草加市稲荷親和町会 38,200 46,400
ローズタウン草加自治会 38,600 19,300
栄町一丁目町会 25,000 20,000
栄町二丁目町会 96,800 75,000
栄町中央町会 99,000 113,170
栄町三丁目町会 40,400 20,400
栄町三丁目自治会 30,400 30,400
コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 20,000
中根町会 200,000 246,300
弁天町会 310,710 150,000
宮沼自治会 43,380 22,100

町会・自治会 共同募金 歳末募金
八幡町会 200,000 358,260
松江中央町会 50,000 20,000
松江北町会 77,700 57,500
新栄町町会 200,000 100,000
長栄町町会 180,000 100,000
草加ネオポリス自治会 21,000 10,500
草加市清門町町会 200,000 150,000
新善町町会 242,800 235,315
稲荷コーポ自治会 20,000 20,000
金明町町会 300,000 100,000
旭町町会 375,300 100,000
メイツ草加自治会 34,000 16,000
新栄町団地自治会 88,739 63,761
上南自治会 69,200 65,900
青柳上町会 291,710 80,000
青柳根郷町会 81,210 ―――
青柳志茂町会 196,747 60,000
青柳山谷町会 100,000 50,000
青柳出戸町会 210,700 50,000
柿木町会 110,000 50,000
花栗町会 300,000 50,000
草加ハイタウン自治会 20,000 10,000
苗塚町会 180,000 60,000
ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000 24,000
小山町会 50,000 50,000
小山台自治会 39,300 ―――
草加松原ハイツ自治会 45,000 10,000
北谷町会 50,000 50,000
北谷二丁目町会 100,000 42,000
北谷三丁目町会 110,200 166,400
学園台自治会 30,000 ―――
原町町会 200,000 150,000
松原地区社会福祉協議会 150,000 66,850

合　計 10,359,446 5,581,968

町会・自治会 共同募金 歳末募金

○ 大口募金 2,302,232円
〈民生委員・児童委員扱い〉 2,252,150円
　谷塚地区 218,500円
　瀬崎地区 366,650円
　谷塚西部地区 291,000円
　草加西部地区 172,500円
　草加中央地区 148,500円
　草加東部地区 10,000円
　稲荷地区 178,000円
　川柳地区 137,000円
　新田地区 284,500円
　新田東部地区 210,000円
　安行地区 235,500円
　※民生委員取扱大口募金（30,000円以上）
　　聖典㈱・いきいき眼科クリニック
〈自販機売上〉 50,582円

○大口募金（民生委員・児童委員扱い） 2,288,399円
　谷塚地区 212,000円
　瀬崎地区 383,399円
　谷塚西部地区 272,000円
　草加西部地区 227,000円
　草加中央地区 145,000円
　草加東部地区 17,000円
　稲荷地区 145,000円
　川柳地区 123,000円

　㈱伊藤園
　北関東ペプシコーラ

○学校募金（学校・幼稚園・保育園） 466,249円
　小 学 校　 高砂・新田・瀬崎・花栗南・氷川・八幡北・

新栄・松原・小山・草加・稲荷・川柳・新里
　中 学 校　 栄・谷塚・川柳 
　高　  校　 草加西
　幼 稚 園　 ルミ・草加みどり・谷塚・草加ひまわり・草

加藤・新田・谷塚おざわ・草加氷川・みのべ・
草加ひので・清門・青德

　保 育 園　 たかさご・きたうら・あずま・にしまち・
まつばらきた・やつかかみ・せざき・し
んぜん・しんえい・やはた・こやま・ひかわ・
やなぎしま・かおりPutra・にっさとの森・
けやきの森・草加なかよし・草加にじいろ・
草加松原どろんこ・草加あおぞら

　こども園　 かおりKaruna
○街頭募金（奉仕団体等扱い） 322,043円

　松原地区 48,500円
　新田地区 269,000円
　新田東部地区 213,000円
　安行地区 233,500円
　※民生委員取扱大口募金（30,000円以上）
　　聖典㈱・いきいき眼科クリニック
○街頭募金（奉仕団体等扱い） 664,444円
　 草加市民生委員・児童委員協議会・町会連合会・更
生保護女性会・ボランティア草加連絡協議会・ガー
ルスカウト連絡協議会・ボーイスカウト連絡協議会
草加第3団・草加第4団・草加第6団・草加第7団・草

　 草加市民生委員・児童委員協議会・町会連合会・更
生保護女性会・ボランティア草加連絡協議会・草加
南高等学校・草加市役所職員・草加市社会福祉協議
会役職員・宿場まつり・ふささら祭り・草加市明るい
社会づくり運動協議会バザー

○職域及び個人・団体（草加市支会扱い） 481,887円
　 草加キングス・ガーデン・メディカルトピア草加病院・
あさひなのはな保育室・㈲泰山木・㈱みのり・武蔵野
銀行（草加支店・松原支店）・草加かがやき特別支援
学校草加分校・草加市商店連合事業協同組合・埼玉り
そな銀行（草加支店・松原支店・ 草加プレミアオフィス・
松原住宅ローン相談プラザ）・まつばら音楽教室・そう
か光生園・㈲大村運輸・ 草加市役所職員・草加市役
所募金箱・㈱新生鍍金工業・夏休み親子のつどい募金
箱・草加市民生委員・児童委員協議会・草加市社会福
祉協議会募金箱等・松原団地見守りネットワーク・あさ
ひ保育園・苗塚町会さんま祭・竹内セントラル㈱

加市スポーツ少年団・草加市役所職員・草加市社会
福祉協議会役職員

○職域及び個人・団体（草加市支会扱い） 155,195円
　 谷塚地区社会福祉協議会もちつき大会・谷塚西部地
区社会福祉協議会グラウンドゴルフ大会・谷塚中部
婦人会・まつばら音楽教室・草加市腎臓病患者友の
会・草加市役所職員・清門学童OB会

合計：13,931,857円

合計：8,690,006円

赤い羽根共同募金

地域歳末たすけあい募金

共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績共同募金実績

令和元年度台風15号千葉県災害義援金及び台風第19号災害義援金の報告
　このたびの台風被害にあたり、市民から、当
該の災害義援金をご寄付いただきました。
　お預かりしました義援金は、中央共同募金会
を通じ、被災地へ送金させていただきました。
　皆様のご協力に感謝申し上げます。ありがと
うございました。

■台風15号千葉県災害義援金 ■台風19号災害義援金
個人・団体 金額

安行地区民生委員・
児童委員協議会 32,000円

個人・団体 金額
中村　民江 10,000円
小関　綾子 10,000円
岡田　紀子 100,000円
安行地区民生委員・
児童委員協議会 27,153円

個人・団体 金額
おしゃべり倶楽部　桑原　晶子 2,921円
稲荷親和グラウンドゴルフクラブ 23,990円
草加市社会福祉協議会募金箱 8,611円
合計 182,675円

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）
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まるごとサポートＳＯＫＡ

草加市高砂１-７-36　ＮＴＴ東日本草加ビル１階
電話 ０４８－９２２－０１８５　ＦＡＸ ０４８－９２８－６６３５
E-mail：jiritu-pc1@kuc.biglobe.ne.jp

＜申込み・問合せ先＞まるごとサポートSOKA

ま る サ ポ
「もう疲れました。介護離職で家賃が支払えず、生活もできません…」まるサポに相談が入りました。

こんな支援もしています！

Aさん（35歳）世帯の相談 住居確保給付金制度（※１）を利用することで、
家賃の支払いと就労支援を受け、就職すること
ができました。

在宅で生活を送るため、地域包
括支援センターにつなぎ、ヘル
パー等のサービスが入りました。

学習支援（※２）の利用、学校と
の連携で、学習と登校に向けた
支援を進めています。

☆その他にも一時的な食糧や生活費等の支援、関係機関と定期的な訪問や面談など
　継続的な支援を行うことで、安定した生活を取り戻すことができました。

気軽にご相談ください

まるごとサポートSOKA（まるサポ）は、草加市から生活
にお困りの方の自立相談支援を受託している窓口です。

※１　 住居確保給付金制度：離婚等により経済的に困窮
し、住居を失う恐れのある方に対し、基準額に応
じた給付を支給することにより、住居及び就労機
会の確保に向けて支援します。

※２　 学習支援：草加市では生活にお困りの世帯のお子
さんを対象に、無料の学習支援を実施しています。

Aさん（35歳）
昨年離婚

父親（65歳）
介護が必要

娘（小学6年生）
学校を休みがち

あんしんサポートねっと

　今後は、本会の法人後見支援員又は
生活支援員として、経験を積みます。
判断能力が十分でない方に寄り添う市
民後見人を目指します！

研修３日目　『対人援助の基礎』グループワーク
模擬オークションを開催！自身と他者の価値観の違いを学習

13人が修了！

第２回
市民後見人養成研修
　11月から２月、座学７日と現場実習３
日の全カリキュラムを修了。全員が修了式
を迎えることができました。

あなたの暮らしの安心をお手伝いする事業です

福祉サービス利用援助事業 

そうか成年後見サポートセンターまで
気軽にご相談ください！

【対 象 者】　 判断能力の不十分な高年者や知的障がい・精神障がい等のある方で日
常生活の手続きを１人で行うのが不安な方

【援助内容】　 基本サービス　⇒　①　福祉サービス利用援助
選択サービス　⇒　②　日常生活上の手続き援助
　　　　　　　　　③　日常的金銭管理
　　　　　　　　　④　書類等預かりサービス

【利用料金】　 本会では事業の利用を促進するため、利用料の一部を助成しています
（共同募金配分金事業）

利用料金 助成金を申請した場合
①～③を利用する
場合・１回あたり

基本料 本来400円又は800円 全額助成
時間料 1時間まで800円以降30分毎に400円

④を利用する場合
年間料 本来2,000円 全額助成
月　料 500円

※生活保護を受給している方は、全ての料金が免除されます。

お困りのことはありませんか？
●福祉サービスを利用したいが自分で判断できない
●郵便物の手続き方法が分からない
●お金の使い方や支払いが不安
●通帳や印鑑の管理が心配

【問合せ】　そうか成年後見サポートセンター　電話 048‒932‒6788
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介護職員募集中 初心者もベテランも活躍中！　親切・丁寧がモットーです。
あなたの申し込みをお待ちしています。

資　格　 介護福祉士
年　齢　49 歳まで（高卒以上）
基本給　 高　卒　164 , 1 9 4 円～

短大卒　175 , 8 5 4 円～
大　卒　193 , 1 3 2 円～

賞　与　年間 4.5 か月（夏・冬）
その他　 社会保険、雇用保険、労災保険、

福利厚生を完備
法人の基準による昇給あり
夏季休暇付与

※サービス提供責任者の経験がある方、大歓迎

❶正職員
資　格　介護福祉士、訪問介護員２級以上、介護職員初任者研

修課程修了者、同行援護従業者（一般又は応用）のい
ずれか（複数あれば、なお可）

年　齢　65 歳まで（高卒以上）
賃　金　時給　身体介護 1 , 3 0 0 円～

　　　生活援助 1 , 0 0 0 円～
 （別途処遇改善手当、夜間・
早朝・休日割増あり）
法人の基準による昇給あり

※令和２年４月から処遇改善手当を
変更し、相応の賃金改善を実施予定

❷登録訪問介護員

問合せ　介護課介護サービス担当　電話 048‒932‒6777

　令和元年１１月～１２月において、本会の居宅介護支援事業所及び訪問介護
事業所の利用者様に満足度調査を実施しました。
　多数のお褒めの言葉をいただき、職員一同、感謝を申し上げます。
　また厳しい意見につきましては、他のみなさまからの要望でもあると捉え、
今後の事業活動に活かしていきます。
　今後も利用者様の笑顔がたくさん見ることができるよう、研修などを重ね、
自己研鑚し、より良いサービスを提供してまいります。

ご協力、 ありがとうございました

介護保険サービス事業所
利用者満足度調査集計結果

令和元年度居宅介護支援事業所
利用者満足度調査集計結果

（回答数109件／配布数150件　回答率72.6％） （単位：件）

令和元年度訪問介護事業所
利用者満足度調査集計結果

（回答数95件／配布数130件　回答率73％）  （単位：件）

（１）居宅介護支援事業所について はい いいえ どちら
でもない

無効
回答 合計

１　 契約にあたり担当者からの説
明は分かりやすかったですか？ 108 0 1 0 109

２　 介護サービス計画は、十分な
話し合いのもとに行われていま
すか？

106 0 3 0 109

３　 介護サービス計画に満足してい
ますか？ 104 0 5 0 109

４　 相談・苦情などの対応に満足し
ていますか？ 101 1 4 3 109

（１）訪問介護事業所について はい まあまあ やや
いいえ いいえ

無効
回答 合計

１　 サービス内容や契約等についての説明
は分かりやすかったですか？ 66 28 0 0 1 95

２　 提供しているサービスは、十分な話し合
いのもとに行われていますか？ 76 17 1 0 1 95

３　 提供しているサービスに満足していますか？ 75 17 2 0 1 95

４　相談・苦情などの対応に満足していますか？ 68 25 1 0 1 95

（２）サービス提供責任者及びヘルパーについて はい まあまあ やや
いいえ いいえ

無効
回答 合計

１　 ご本人・ご家族様のプライバシーに配慮
があると思いますか？ 72 20 1 0 2 95

２　 ヘルパーの定期的な訪問は予定どおり
ですか？ 84 11 0 0 0 95

３　 ヘルパーが交代したとき、引継ぎができ
ていると思いますか？ 77 13 3 0 2 95

４　 言葉づかい・服装・態度について満足さ
れていますか？ 87 8 0 0 0 95

５　相談しやすい雰囲気ですか？ 80 14 1 0 0 95

その他の意見（一部抜粋）
● いつも大変お世話なっております。いい方にめぐりあい、とても感謝しておりま
す。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
● サービス提供責任者の方にも、すぐ分からないときは相談できる。
● いままで自分でできていたことが、年をとるとできなくなり、ヘルパーさんにお
願いして助かっています。

その他の意見（一部抜粋）
● いつも大変お世話になっておりまして、ありがとうございます。
とても素敵なケアマネジャーの方に恵まれて、幸せだと感謝いた
しております。心でお話しくださるし、私も心でお話しすること
ができてお会いするのが楽しみです。
● 相談すると、即対応してくださいます。
● 日頃より大変お世話になっています。とても助かっています。親
切で、なにか家族として困ったことができたときも迅速に動いて
くださり、ありがたく感謝しています。今後とも、どうぞよろし
くお願いいたします。
● いろいろ気付いてもらえて助かっています。ありがとうございま
す。
● なんでも安心して話ができて、満足しています。
● 適切なアドバイスをしてくれるので助かります。対応も早いです。
● 担当者の休みのときの連絡をスムーズにして欲しい。

（２）ケアマネジャーについて はい いいえ どちら
でもない

無効
回答 合計

１　 ご本人・ご家族様のプライバシー
に配慮があると思いますか？ 107 0 1 1 109

２　 定期的な訪問は予定どおりで
すか？ 109 0 0 0 109

３　 担当者との連絡は取れますか？ 107 0 2 0 109
４　 言葉づかい・服装・態度につい
て満足されていますか？ 108 0 0 1 109

５　相談しやすい雰囲気ですか？ 105 0 1 3 109
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共働きなどで日中保護者がいない小学生の放課後の生活を、遊びや学びを通じて支える仕事です。

※嘱託員及び臨時職員の勤務時間や休日については、今後変更になる可能性があります。

放課後児童クラブ職員募集

時　給　940円（上限あり）　　勤務地　草加市内の児童クラブ
時　間　①常勤パート（週５日）　対　象　55歳くらいまで　＊社会保険、雇用保険、労災保険完備

平　日： 午前 10時～午後 6時／午前 11時～午後 7時
土曜日・学校長期休み： 午前８時～午後４時／午前10時～午後６時（または午後７時）

②午後パート（週３～５日）　対　象　64歳まで
 午後 2時～午後 6時（または午後 7時）＊土曜日勤務月数回あり
※社会保険（週５のみ要件によって）、雇用保険（週５のみ）、労災保険完備

❷臨時放課後児童支援員

問合せ　児童健全育成課（氷川町事務所）　電話 048－924－8722

基本給　17万円　職務手当　１万円　対　象　45歳くらいまで（経験者大歓迎）
勤務地　草加市内の児童クラブ
時　間　４週８休（シフト勤務）
平　日： ①午前９時 30分～午後 6時／②午前 10時 30分～午後 7時
土曜日： ③午前８時～午後４時 30分／午前９時 30分～午後６時
学校休業日：①、②、③によるシフト制

❶嘱託放課後児童支援員 ＊社会保険、雇用保険、労災保険完備

～子どもたちと一緒に過ごしませんか？～

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 令和２年度手話講座のお知らせ

　「手話」は、聴覚障がい者の生活の中から生まれた言葉です。手話を学ぶのは
もちろん、聴覚障がい者の生活や聴覚障がいの特性、福祉制度なども学びます。

★ 詳しい内容は、４月以降に本会ホームページや広報そうかに掲載する予定です。開始までしばらくお待ちください。

【手話通訳者養成講座Ⅰ】
令和２年５月19日から令和３年３月23日
までの毎週火曜日（土曜日に開講する日も
あります。）
※ 手話通訳者養成講座Ⅱ・Ⅲは令和３年
４月から開催する予定です。
火曜日　午後７時15分～午後９時15分
土曜日　午前９時30分～午前11時30分

草加市文化会館　ほか
20人
無料
ただしテキスト代はご負担いただきます。
応募された方には受講審査を受けていただ
きます。その結果により受講の可否を決定
します。
　日程…令和２年４月25日（土）
　受付…午前９時30分～午前９時45分
　会場…草加市立中央公民館
　内容…読み取り・手話表現
　※ 通知はしません。所定の時間内に受付
をしてください。

４月６日（月）～４月17日（金）必着

令和２年６月11日から令和３年１月28日
までの毎週木曜日
午前９時30分～午前11時30分
草加市文化会館　ほか
30人（応募多数の場合は抽選）
無料（テキスト代は自己負担）
５月７日（木）～５月22日（金）必着

★ 手話通訳者を目指し、①から③までのいずれかに
該当する方で、手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを受
講できる方。また、草加市在住の方が対象です。

　　① 過去に本講座を受講したことがある方
　　② 手話奉仕員養成講座「基礎」課程修了者
　　③ ①、②と同等レベルの方

★ 入門講座を受講された方また
は、同等レベルの方が対象です。
　 なお、この講座は２回まで受講
できますので、過去に一度受講
された方もお申し込みいただけ
ます。

　 草加市在住、または在勤の方
が対象です。

　国内において新型コロナウィルスによる感染症が拡大しつつ
ある状況を考慮し、３月・４月における本会主催による行事・
講座の開催は、原則中止又は延期としています。
　なお、紙面中にあるふれあい・いきいきサロン等につきまし
ても、活動自粛をお願いしております。
　詳細につきましては、地域福祉課までお問い合わせください。

手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　全92回（２年課程）

手話奉仕員養成講座「基礎」　全30回

日　程

日　程

受講料

受講料

受講審査会

定　員

定　員

時　間

時　間

申込期間

申込期間

会　場

会　場

【申込み・問合せ】地域福祉課　手話通訳担当
電話 048‒932‒6770　FAX 048‒932‒6781

【問合せ】地域福祉課　電話 048‒932‒6770

新型コロナウィルスの対応について

氏名・名称 寄付金額
民謡奏会（草加市民謡連合会） 51,438
草加西部地区社会福祉協議会
グラウンドゴルフ大会　ホールインワン募金 11,100

草加地区更生保護女性会 20,000
草加市明るい社会づくり運動協議会 150,000
株式会社　小山建設 50,000
守谷　のり子 10,000
谷塚中部婦人会 10,000
加藤　幸子 20,000
（故）鎌瀧　とく 30,000
高野工務店様宅　観音様賽銭 34,238
新栄町団地自治会　チャリティーもちつき大会 111,078
石川　弘子 10,000
旭町団地自治会 7,117
詩吟神風流　草加連合 30,000
ほほえみの会　会長　丸野　典子 30,720
草加青色申告会 5,000
演劇創造ドラマン 4,000
( 新栄町団地 )カントリーボーイ 10,000
埼玉東部ヤクルト販売株式会社 70,005
税理士法人　フカサク 6,262
林　眞喜雄 12,832
草加落語会 16,800
日本基督教団　草加教会 5,000
草加・八潮遊技業組合 200,000
カトリック草加教会　マリア会 20,000
匿名４件 32,000

合　　　　　計 957,590

氏名・名称 寄付物品

岡野　知惠子 タオル 92本
手ぬぐい7本

吉田　朝次 ランドセル 1個
平塚製菓株式会社 食料一式
亀山　里士 お米　30㎏
匿名 お米　60㎏
匿名 尿取りパット

（敬称略　単位：円）

　皆様からのあたたかいご寄付をありがとうござい
ます。今後とも、本会の事業運営にご理解、ご協力
をよろしくお願いします。

社協に寄せられた皆様の善意
令和元年11月21日～令和２年３月４日

社協の各種相談案内
（祝日・休日を除く。相談は無料です。）

獨
協
大
学
前

（
草
加
松
原
）

草加市社会福祉協議会 案内図
草加市松江一丁目１番32号

●ふれあい福祉相談　一般相談（電話・来所）
毎週　金曜日 午前10時～午後３時
電話　048－932－6789
●ボランティア相談（電話・来所）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6772
●手話通訳に関する相談（FAX・電話・来所）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
FAX　048－932－6781　  電話　048－932－6770
●介護保険に関する相談（電話・来所）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6773
●高年者に関する総合相談（電話・来所）（松原・栄町・松江圏域）
毎週　月曜日～土曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6775（松原・草加東部地域包括支援センター）
●あんしんサポートねっと相談（電話・来所）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6788
●成年後見制度に関する相談（電話・来所）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6788
●生活困窮等に関する自立相談支援窓口（電話・来所）（市役所内）
毎週　月曜日～金曜日　午前９時～正午・午後１時～４時
電話　048－922－0185（まるごとサポートSOKA）
●税務・経営に関する相談（前日正午までに予約のうえ来所）
毎月　第２木曜日（祝日の場合は、第３木曜日）
　　　午後１時30分～４時30分
連絡先　関東信越税理士会川口支部
電話　048－263－0781　  FAX　048－261－2626
E-mail：kawazei0781@gmail.com

次号の「そうか社協だより」（第163号）は令和２年６月発行予定です。


